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◆ ◆ ◆ ◆  ３月の誕生花＆花言葉…アネモネ〔期待〕 ／ ３月の誕生石＆宝石言葉…アクアマリン〔沈着・勇敢・聡明〕 ◆ ◆ ◆ ◆ 

 

 

 

 

2 月 4 日(日)、第 50 回陶町民スキーで 28 名の参加者が、長野県の駒ヶ根

高原スキー場でウインタースポーツを楽しみました。 

朝 6 時に陶を出発し、さぁ駒ヶ根高

原スキー場へ。 

 ここ数年はこちらのスキー場でお世話

になっています。初心者でも楽しめるコ

ースと、ちょっと急な斜面のあるコース

に分かれ、何度もリフトに乗って練習し

たり、ゆっくりと滑って楽しんだりと

様々。 

雪質にもお天気にも恵まれて、頂上か

ら見おろす景色は最高。ウインタースポ

ーツや、近くにある温泉を満喫した一日を過ごしました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶寿大学は『楽しみながら学ぶ』をモットーに、学び活動する場です。 

主な活動は、健康や一般教養などの知識を高めたり、軽スポーツを楽しみなが

ら健康でいられるように努めたり、体験学習を兼ねた研修にでかけたりと、学

生みなさんの自主性と意見を取り入れながら活動しています。 

あなたもたくさんの仲間と一緒に、いきいきと楽しく充実した時間をすごして

みませんか？ 

 

◆応募資格：陶町在住の 60 歳以上の方ならどなたでも可 

◆申込み・問い合せ：陶公民館（担当：景山） ☎ 65-2112 

又は、お近くの陶寿大学学生さんにお尋ねください。 

 

 

【 平成 29 年度 陶寿大学の主な活動内容 】 

 4 月 始業式＆学習会『ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯でこいのぼりを作ろう』 

         『陶器の町《陶町》を語ろう』 

 5 月 健康ウォーキング（日本昭和村） 

 6 月 温泉と軽スポーツ（ささゆりの湯） 

 8 月 ミニゴルフ大会（稲津町寿楽荘） 

 9 月 日帰り研修（えびせんべいの里工場見学、 

 半田空の科学館 等） 

 10 月 大運動会（陶児童館） 

 11 月 市内寿大学 合同研修（浜松市内） 

 12 月 クリスマス会 

 3 月 終業式（学習報告会、外部講師によりｾﾙﾌﾏｯｻｰｼﾞ講座開講予定） 

 

 

  

 

 

 

今回は町内企業に勤めるベトナム人の方達も参加 

「こんなにたくさんの雪を見るのは初めて！」

と、スキー場に着いて大感激。 

指導者の方に教わってスキーを体

験。ほとんどの方が初めてでした

が、しばらくすると滑れるように。

何度も何度も斜面を昇って練習。ス

キーの後にはソリ滑りも楽しんでい

ました。 

ケガもなく、帰りにはお土産をた

くさん買ったみなさん。お土産とお

土産話しをたくさん持って無事陶に

着きました。みなさん、参加ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●『お菓子作り 抹茶チーズケーキ 』 

開催日時：3 月 10 日(土)13 時～15 時 

会場：陶公民館 調理室  講師：土本 美香さん 

定員：8 名  対象：小学生以上（低学年は保護者同伴） 

持ち物：エプロン、マスク、三角巾 

材料費：1,200 円（当日徴収） 

申込期限：3 月 2 日（金）17 時 

 

●『新しい手作りカルチャー ポーセアンナージュ 』 

白い陶器製の小物入れにリボンや布などを貼り合わせ、パールビーズやスワロ

フスキー等で飾りつける新しいクラフト講座です。 

開催日時：3 月 23 日(金)10 時～12 時 

会場：陶公民館 会議室  講師：古瀬啓子さん 

定員：10 名  対象：特に制限なし  

持ち物：1cm 幅の両面テープ、ハサミ 

材料費：2,600 円（当日徴収） 

申込期限：3 月 19 日（月）17 時 

 

両講座とも お申込み・問合せ先 陶公民館 ☎65-2112 まで 

 

 

管理栄養士の先生による講義＆料理教室 

血液検査の結果から健康状態を知り、健康な食生活を目指しましょう！ 

受講を希望される方は血液検査結果の記載されている健康診断結果をご用意ください。

ご家族の健康診断結果でも構いません。 

◆開催日時：3 月 15 日(木) 9 時 30 分～13 時 

◆会 場：陶公民館 調理室 

◆メニュー：れんこんつくね、小松菜と切干大根の胡麻和え 

ごはん、なめこのお味噌汁 

◆定 員：20 名（※定員数を超えた場合は抽選とします。） 

◆受講料：無料  ◆申込期限：3 月 9 日(金) 

◆申込窓口：陶公民館  ☎ 65-2112 

主催：食生活改善推進協議会陶支部／陶公民館 

 

陶町の人口動態（2/1 現在） 増 減 

世帯数 1,436 世帯 +2 

人 

口 

男 1,575 人 -2 

女 1,813 人 -2 

計 3,388 人 -4 

平成 30年度 陶寿大学 新入学生募集 

血液検査から知る 食生活改善料理教室 受講者募集 

公民館講座 受講者募集 

発行元：陶コミュニティーセンター  〒509-6361 瑞浪市陶町猿爪 405-1 

☎陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 65-2111／☎陶公民館 65-2112  FAX 62-0004 

March 

たくさんの雪に感動！ 

陶町の方は、子供も大人も元気です。 

楽しく学んで、元気に過ごしましょう！ 

【画像はイメージです】 

【画像はイメージです】 



 

※講 は公民館講座を表します。

  

 5日㈪ 講らくらくピアノ（10：00～） 

 10日㈯ 講お菓子作り教室～抹茶チーズケーキ（13：00～） 

 11日㈰ 陶小学校校舎移転記念講演会（13：00～） 

  「ありがとう・さようなら陶小校舎」フォトコンテスト表彰式（15：00～） 

  青少年育成町民会議（15：30～） 

 15日㈭ 講食生活改善料理教室（9：30～13：00） 

 19日㈪ 講らくらくピアノ（10：00～） 

 23日㈮ 講体験講座～ポーセアンナージュ（10：00～） 

 24日㈯ サロン一歩（9：00～11：00） 

 26日㈪ 講手作りパンでカフェメニュー（9：30～13：30） 

 

 

地 区 資源ごみ 不燃ごみ ※紙類は資源ごみの日に 

回収します。 猿  爪 15日㈭ 26日㈪ 

水上・大川 16日㈮ 27日㈫ 

 

 

 

2 月 18 日(日)、瑞浪市総合文化センターにて「平成 29

年度第２回 青少年育成市民会議」が開催。青少年育成活

動モデル地区として陶町の活動発表がありました。『子ど

もたちを支えあう町「陶」』をテーマに、陶町の紹介に始

まり、追跡ハイク、お囃子保存会、お年寄りと子どもの

つどい、等の陶町での青少年育成に関する活動が発表さ

れました。 

発表者は最後に「陶町では子どもたちも参加でき

る行事がたくさんあります。高齢化が進んでいる陶

町ですが、子ども、大人、お年寄りがふれあい、活

力ある街となり、成長した子どもたちが“もう一度

陶の町に”と思える町となることを信じています。」

と締めくくりました。 

 

 

もっと知ろう “陶” 

１１．うさぎ岩 

 大川十三塚の交差点から東南方向の山を見ると

中腹に、確かにうさぎの形をした大岩が見えます。 

明治 14 年に猿爪宝昌寺、大川林昌寺の総本山

である京都妙心寺の管長荻野独園（どくおん）氏がこ

の地を訪れた際、うさぎ岩を見て漢詩を詠まれました。 

（下記） 

漢詩ですの

で私には意味がよく分かりませんが、小木曽

茂博著の「すえまち むかしこぼればなし」に、

その要約が載っていました。 

 それによると、「山が背後に夕陽を受けて、

その岩の形がまるで黒いうさぎが座っているよ

うな格好に見えるので、私はふと昔この辺りを

神の使者として治めていたという石のうさぎの

伝説を思いおこして、何度もその山を見入っ

ているのです。」 

荻野管長による書額が大川林昌寺本堂に

掲げられています。左下の写真がそれです。 

うさぎ岩に関する昔話は、「月から降ろされ

たうさぎが、満月の夜に月に帰ろうとしたが、

夜が明けてしまい岩に成ってしまっ

た。」という話しの他に、神の使者と

いう話しもあったのですね。 

うさぎ岩への登山道は、街づくりの

方たちにより整備されており、世界一

の茶壺から約 20分で登ることができ

ます。3月末になれば山のこぶしを楽しむこともできます。 

岩は目測で周囲 30ｍ、高さ 6ｍほどで、登山道途中のビューポイントからの眺めは、う

さぎ岩もさることながら十三塚方面の眺めもなかなかのもんです。もっともっと誇っていい

と思います。まさしく陶の大切な資源です。 

 

㊟現在、岩の麓が崩れやすくなっています。麓まで近づくことなくビューポイントから 

眺めてください。 

  

 

陶幼児園の子どもたちが描いた素敵な作品を紹介します。 

d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

はしば ゆうまくん 「きゃ～！おには～そと！」 
 

 

『鬼は～そと！福は～うち！』 

 

 

 

 

 

 

2 月２日に、豆まきを行いました。鬼役は今年も長寿クラブのおじいさん方で

す。おじいさんたちは鬼に変身して、どうやって子どもたちにやられようかを

打ち合わせ、そしていざ出発！ 

一方、各部屋では自分たちで作った鬼のお面をかぶり、いまかいまか、と鬼の

来るのを待っていました。新聞紙を丸めて豆まきの練習をした小さなひよこ組。

鬼の登場にびっくりしましたが、先生のそばで一生懸命豆まきをすることがで

きました。練習の成果がばっちり見られましたよ！打ち合わせどおりに、ひよ

こ組には優しくし、大きい組になるに従って鬼もパワーアップ、｢給食たくさん

食べるんだぞ｣｢友だちと仲良くするんだ

ぞ｣と声をかけ、豆があたると、ひっくり

返って「やられた～」の名演技！おじいさ

んたちの優しい気持ちに心があったかく

なりました。豆まきを終えた子どもたち

は、「豆まきできた！」「僕、強かったよ！」

と大きくなったことが実感できました。

地域のみなさんの優しさに包まれ、大き

く育っている子どもたちです。いつも本当にありがとうございます。 

 

 

平成 30 年 4 月より、陶小学校は旧陶中学校の場所に移転します。その記念と

して以下の催し物を開催します。青少年育成町民会議も同時開催。ご来場お待

ちしています。（※第一部のみ整理券が必要です。） 

 

【第一部】13 時～ 陶小学校校舎移転記念講演会・LIVE（整理券必要） 

「家族の絆、親子の絆」松本隆博氏（整理券は陶ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰにて配布中） 

【第二部】15 時～「ありがとう・さようなら陶小校舎」ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ表彰式 

【第三部】15 時 30 分～ 青少年育成町民会議 

青少年の健全育成の事業に取り組む陶町の教育部会・青少年部会・民生部会の

活動報告。青少年育成市民会議での「モデル地区活動報告」の発表。 

瑞浪市民図書館だより 

オススメ！ 陶分室の本 

「世界史劇場 ナチスはこうして政権を奪取した」神野 正史 著 

まるで劇を観ているように楽しみながら世界史の一大局面を学べるシリーズ！ 

当時もっとも民主的といわれた憲法下で生まれた独裁政治に迫ります。 

1月の陶分室  ●貸出人数： 19人  ●貸出冊数： 49冊 

 
 

 

 

 

瑞浪市青少年育成市民会議にて 陶町の活動発表 

陶小学校校舎移転記念イベント・青少年育成町民会議 開催案内 

すえっこニュース 陶幼児園より 

【発表者：加藤公一さん、重田博之さん】 

 
■2 月 12 日(月・祝)  

ご当地キャラクターフェスティバル in AICHI（会場：ﾘﾄﾙﾜｰﾙﾄﾞ） 
全国のご当地キャラクターが 100 近く集まったイベントに参加したよ。ボクもステージに上がって瑞
浪市や陶町を紹介したよ！たくさんのキャラクターやお友達と写真を撮って、すごく楽しかった！ 

すえっこくん おでかけスケジュール（３月） 
●3月はおでかけ予定がありません。4月からは町内イベントをはじめ、

市内のイベントにもおでかけするよ。見かけたら声をかけてね。 

※スケジュールは変更する可能性もありますことご容赦ください。 


